
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

●応募資格 

・市内在住または在学の小学生 
 

●応募方法 

・用紙の裏面右下に学校名・学年・名前・ふりがなを記入してください。 

  ・八つ切りサイズの画用紙 横向き（２７１㎜×３９２㎜） に，絵の具など色がはっきりしたもの

を使用して描いてください。 ※日時などの文字は入れないでください。 
 
●その他 

・応募は１人１点としてください。 ※作品は返却します。 

・学校で取りまとめて，人権・生涯学習課へ提出してください。 
 
【郵送，持参による応募の場合】 

〒７２０－８５０１  福山市東桜町３番５号 ９階 

   福山市役所 人権・生涯学習課 「ポスターデザイン」係 

TEL：084-928-1243 

●各賞・副賞 

◎最優秀賞１点：図書カード５，０００円分 

◎優 秀 賞５点：図書カード１，０００円分 

応募者全員に，「まちパスポイント」（５０ポイント）を差しあげます。 
 

●作品発表 

  ・最優秀賞に選ばれたポスターデザインは「ふくやま子どもフェスティバル２０１９」のポスター

として発表します。 

  ・表彰式は，１１月３日に中央公園・まなびの館ローズコムで開催される「ふくやま子どもフェス

ティバル２０１９」で行います。 

・各賞は福山市のホームページなどに掲載します。（名前・学校名・学年も公表させていただきます 

のであらかじめご了承ください） 

主催 ふくやま子どもフェスティバル実行委員会 

（事務局：中部生涯学習センター，人権・生涯学習課） 

【昨年のポスター作品】 



 
  
◆新涯学区まちづくり推進委員会（安心・安全部会）   

『普通救命救急講習』 
と き ７月２０日（土）９：００～１２：００（予定） 

ところ 新涯公民館 会議室   

講 師 水上消防署 署員 

内 容 心肺蘇生法や AED（自動体外式除細動器） 

の操作方法など 
 

対象者 成人（新涯学区在住）  

定 員 ３０人（先着順）  参加費・材料費 なし 

服 装 動きやすい服装    ※申込み必要！ 

◆申込期限 ～７月１１日（木）定員になり次第締切  
◆問合せ・申込み  新涯公民館（９５３－５６３４） 

 
 
◆光学区まちづくり推進委員会（まちづくり協働事業） 

子育て応援講座  

『手形・足形アート作り』   
と き ７月３０日（火）１０：００～ 

ところ 光公民館 会議室 

講 師 弓井 恭子さん  
内 容 子育て中のママさんたちの交流の場として開

催する講座の２回目です。子どもの手形・足形
でかわいいクラフトを作りましょう！ 

 
対象者 親子（０歳～未就園児と保護者） 
定 員 １０組程度  参加費・材料費 ３００円        
持参物 手ふきタオル，飲み物，外出に必要なおむつ 

※気象警報発令の場合は，中止または延期します。 

◆申込期限 ～７月２３日（火）定員になり次第締切 

◆問合せ・申込み   光公民館（９２５－４２５８） 

 
    

 
◆人権啓発講座 ～理解しょう 発達障がい～ 

『ふりかえり～納得と得心』 
と き ８月３日（土）１３：３０～１５：００ 

ところ 本庄コミュニティセンター   

講 師 とよた ひろきさん 

内 容 「ふりかえり」をすることで「納得」し「得心」

していく。その一連の流れは，さまざまな状況

において重要なことと思います。実践経験のエ

ピソードをもとに，大きな留意点から小さな気

付きまで話していただきます。 
 
◆その他 駐車場あり（先着８０人まで） 

 託児あり （先着１０人まで） 

◆問合せ・申込み    ※託児・参加申込み必要！ 

本庄コミュニティセンター（９２３－８４７５） 

 

 
    

 
◆社会教育活動事業（まちパス対象）  

『お琴を弾いてみませんか？』 
と き ８月８日（木） ８月９日（金） 

１０：００～１１：３０ 

ところ 西深津公民館 １階和室  

講 師 佐藤 歌徑さん・屋敷 歌代乃さん 

（筑紫筝徑会也） 

対 象 どなたでも自由にご参加ください。 

◆問合せ・申込み        ※申込み必要！ 

西深津公民館（９２４－６００９） 

 

  

 

 

  

 

 

と き ８月８日（木）１３時～１６時（開場１２時４０分） 

ところ ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ） 

内 容 1945年 8月 8日の「福山空襲」を心に 

とめ，市民参加の音楽祭や演劇等を通して， 

平和の大切さや人権の尊さについて考える。 

     ※入場無料 

問合せ  福山市人権・生涯学習課 

（☎０８４-９２８-１００６） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 
2019 市民平和のつどい・ 
第 65 回市民平和大会 

福山市 

コミュニティセンター事業 

◆２０１９年７月２０日（土） 
９：１５～１１：５０ 

◆福山市本庄コミュニティセンター 
住所：福山市南本庄三丁目４-１５ 

電話：９２３－８４７５ 

・遺言の書き方がわからない 

・死後，自分の財産がどうなるか分からない 

・自分の財産を寄付したい         …など 



 

 

  

 

 

 

 

日 時 講座名 講 師 

７月 13日（土） 

10：３0～ 
進路指導とキャリア教育 

髙澤 健司 先生 

（福山市立大学教育学部准教授） 

※受講前には放送大学広島学習センターホームページで日程変更等について必ず確認をお願いいたします。 

【お問合せ先】            福山市霞町 1－10－1（まなびの館ローズコム 3階） 

放送大学福山サテライトスペース   ℡：084－991－2011 ／FAX：084－991－2012 

 

  日  時 行 事 内 容 場  所 

７月１０日（水）～ 

8月１２日（月）まで 

開館時間中 

水野家さんぽ～水野家ゆかりのまち観光展～ 

初代福山藩主・水野勝成入封４００年を記念し，水野家ゆかりのまちの

ポスター・観光パンフレットなどを展示する。あわせて，水野家やゆかり

のまちに関係する資料の展示・貸出をおこなう。 

１階 展示コーナー 

７月 12日（金） 

13：30～15：30 

読書会  主催／読書グループ「あしの会」 読本『旅長の秋』 

Ｇ・ガルシア＝マルケス／著  鼓 直／訳  集英社文庫 
３階 集会室 

７月 13日（土） 
13：30～16：30        

外国人ビザ無料相談会 

※申込：７月 11日（木）までに来館または電話で。 
２階 グループ学習室 

７月１７日（水） 

11：00～11：30 

あかちゃんといっしょのおはなし会 

※7月 18日（木）も行っています。 
３階 集会室 

７月２７日（土） 

10：30～12：00 

図書館ツアー  閉架書庫や移動図書館車の案内や図書館の利用

方法，貴重資料の紹介など。 

※申込：７月 12日（金）10時～定員に達し次第申込受付終了 

（対象：どなたでも   定員 20人※先着） 

３階 集会室 

７月 27日（土） 

13：00～18：00 

ビジネス相談会   中小企業診断士による起業・経営相談会 

 ※申込：７月 20日（土）までに来館または電話で。 
２階 グループ学習室 

 

７月 27日（土） 

14：30～15：00 

手話で語るおはなし会 

絵本の読み聞かせや手あそびなどに手話通訳者が手話をつける

おはなし会です。あいさつなどの簡単な手話の紹介もあります。 

１階 えほんのへや 

 

７月 30日（火） 

10：00～11：30 

移動図書館夏休み大会 

大型絵本の読み聞かせや手あそびなど。おはなし会終了後は貸出

をおこないます。読み聞かせに関連した本の特集コーナーあり。 

（対象：幼児から小学校低学年までの子どもと保護者） 

津之郷公民館 

毎週水曜日 

13：00～16：00 

ボランティアによるビジネス相談会 

 ※予約がある場合に行っています。（前日までに来館または電話で申込） 
２階 グループ学習室 

＝人権は 一人ひとりの 宝物＝ 

放送大学 



 

 

 

木之庄東町内会（久松台学区）の『防災運動会』に参加 （６月２日実施） 

驚いたこと！                町内会加入世帯 １６０世帯 

 

 

 

 

 

 

町内会ができた１９５９年から６０年間続いている運動会。 

２０１２年（東日本大震災の翌年）から防災の要素を取り入れ 

防災運動会を実施している。当日は避難訓練も兼ねて隣近所に 

声をかけ合いながら公園に集合し，各地区の代表者が避難状況 

を発表するところから運動会はスタートした。 

通常の運動会種目に加え，水消火器を使って炎の的を倒す防災リレー・防災借り物競走など楽しく学ぶ

工夫がされていた。防災たんかリレーは二人ひと組で毛布と竹を使って簡易担架をつくり，人に見立てた

角材を運ぶ。競技化したしたことで『消火器の使い方は完璧！』『いつでも火が消せる』と参加者の声。 

隣近所の顔のわかる関係づくりもできている。 

 

☆ 住民の防災意識が年々向上！！ 

☆ 隣近所への声かけ 見守り！！ 

☆ 最後は炊き出し訓練を兼ねた 

      恒例のカレーパーティーで親睦！！♪ 

 避難訓練＋運動会＋防災訓練＋親睦会！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障がい等の理由がある人のために，営利目的を除き「録音」「点字」「拡大」などを認めます。 

この日は，沖縄の人たちにとって忘れることのできない日です。先の戦争で，沖縄全土を戦火に巻き込み，唯

一の地上戦と化した沖縄。この地上戦で沖縄県民の４人に１人，幼い子どもや高齢者など，実に 20万人あまり

の尊い命が奪われました。そして，沖縄の美しい自然や文化などすべてが焼き尽くされました。6月２３日は，

多くの犠牲の中で，日本軍の組織的戦闘が終結した日として，「沖縄慰霊の日」になりました。終戦から今年で

74年を迎えます。「人間が人間でなくなる戦争は二度と起こしてはならない」と沖縄県知事は決意を述べられま

した。『命どぅ宝（ぬちどぅたから）』＝『いのちこそたから』沖縄の人々が大切にしてこられた言葉です。『恒久

平和』を願いながらも沖縄が置かれている現実，多くの問題が残されています。この日を忘れてはならないのは，

沖縄をそんな現実に追いやっている私たち自身なのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

このコーナーでは，中部管内各学区・公民館・コミュニティ

センターのイチオシ情報のレポートをお届けします。今回は

久松台学区からの情報です。 

① 子どもから高齢者までみんな参加（約２００人） 

② 町内会の運動会が６０年も継続実施し，防災の種目を取り入れている 

③ 町内会のすべての団体が参画 

④ 役割分担ができている 

⑤ なにより，みんなが笑顔で楽しそう！ 

 

 

これからの“地域のまちづくり”を考えるうえで，とてもヒントになる行事だと感じました！ 


